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通 学 路１ .学校生活について

１．登下校の時刻
①７時４５分から８時１５分までに、教室に入るように登校させて下さい。
・通学に慣れるまでは、兄姉や近くの上級生と一緒に登校させてください。
・校門は７時４５分に開門します。

②下校の時刻は、学年だよりで連絡します。
・給食が始まる日(４月19日)まで、コース別に途中まで教職員が送ります。

２．通学路 (次ページ参照)
①家から通学路までは、近くて安全な道をご家庭で決めて下さい。兄弟姉妹
は同じ通学路を通り、決めた道以外は通らないようにお願いします。

②学校指定通学路事前調査票に、お子様が通学するコースを朱書きして、２
月１日の入学説明会（受付）に提出してください。ご自宅から、地図に示
す〇〇コースまでは、できるだけ最短で安全に合流するようご家庭で決め
てください。

※ 変更される場合は、後日、連絡して下さい。

（TEL ５２－００７５ 担当：事務 辻）

○ 入学前に通学路をお子さんと一緒に歩いてみて、通学路の様
子を確かめてください。

車が多い、見通しが悪い、大雨の時に水かさが増すなど、危
険な場所はないかを、お子さんと一緒に確かめておきましょう。
その際、危険な場所には近づかないことや危険なときにはどのよ
うに対処するかを、実際にその場で教えたり注意したりするのが
効果的です。

○ 家から学校までは、必ず通学路を通るようにし、お子さんの足
でどれぐらいかかるのかも計っておきましょう。
家から次のページに示す、指定通学路までは、できるだけ短い

時間で通学できる経路を、ご家庭で確かめ、お子さんと確認して
ください。

○ 通学路だけでなく、おつかいに行く時、遊びに行く時などにも
安全な道を決め、その道を通るようにしておきましょう。
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　　印は、集団下校で教員が
　付き添う最終地点です。

うさぎ

コース①

うさぎ

コース②

うさぎ；津屋崎小側の歩道を歩きます。

ねこ；ゆめマート側の歩道を歩きます。学校

の前の横断歩道を渡ります。

ねこ

コース

ぞう①；津屋崎中前の横断歩道を渡ります。

ぞう②；的岡の横断歩道

を渡ります。

ぞう③；        側

の歩道を歩きます。

きりん；派出所側の

歩道を通ります。

ぞう

コース①

ぞう

コース②

ぞう

コース③

くま

コース

きりん

コース

かえる

コース南門から

児童門から

次のようなコースに分かれて下校します。
○黄色（きりん）

東町一・二、天神の一部
○水色(ぞう） ①②③（３つのコースに分かれて下校します）

宮司東・西・南・北、的岡、新東区、天神の一部、東町一・二

○ピンク（くま）
竪川、新成区、渡、新町、天神の一部、北の一・二、岡の二・三

○赤色（うさぎ） ①②（２つのコースに分かれて下校します）
末広、五反田の一部、梅津

○紫色（ねこ）
生家、須多田、大石、五反田の一部

○緑色（かえる）
在自、星ヶ丘、宮司ヶ丘、五反田の一部

○星
学童保育所

登下校は、徒歩でお願い致します。
※ 特別な場合を除いて、車での送迎はご遠慮下さい。

毎日元気に歩いて通学することが心身の健康につながります。

コース色分け
○黄色（きりん）
○水色（ぞう①）
○水色（ぞう②）
○水色（ぞう③）
○ピンク（くま）
○オレンジ（うさぎ①）
○オレンジ（うさぎ②）
○紫色（ねこ）
○緑色（かえる）
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通 学 路１ .学校生活について

　　印は、集団下校で教員が
　付き添う最終地点です。



時間 内容 月 火 水 木 金

８：２０ 児童登校 ８時15分には、教室に入り席に座りましょう

８：２０～ ８：３０ 朝の会
健康観察、朝の会や今日のめあての確認、先生の話などがあ
ります。

８：３０～ ８：４０ 朝の活動 曜日ごとに、計算練習、漢字の練習などを行います。

８：４０～ ９：２５ １時間目
こくご、さんすう、せいかつ、ずがこうさく、おんがく、
たいいく、がっかつ、どうとく、しょしゃ
などの学習を行います。

９：３０～１０：１５ ２時間目

１０：１５～１０：３０ 中休み 教室や中庭で、友だちや先生と楽しく遊びます。

１０：３５～１１：２０ ３時間目
こくご、さんすう、せいかつ、ずがこうさく、おんがく、
たいいく、がっかつ、どうとく、しょしゃ
などの学習を行います。

１１：２５～１２：１０ ４時間目

１２：１０～１２：５５ 給食 おいしい給食です。自分たちで準備や片づけをします。

１２：５５～１３：３５ 昼休み
長い休み時間です。鬼ごっこや縄跳びなどいろいろな遊びを
しています。

１３：４０～１３：５０ 掃除 みんなで教室や廊下、靴箱などを掃除します。

１３：５５～１４：４０ ５時間目
こくご、さんすう、せいかつ、ずがこうさく、おんがく、
たいいく、がっかつ、どうとく、しょしゃ
などの学習を行います。

１４：４０～１４：５５ 帰りの会
明日の予定を聞き、連絡帳に書きます。よかったことの発表
などもあります。

１５：００ 児童下校 はじめの５日間（4/２０まで）は先生と帰ります。

年に２回ほど、土曜日授業を実施します。

令和５年度は １１月１１日、１月２７日 の予定です。

（変更もあります。ご了承ください。）

土曜日授業 ・令和５年度は月曜日は４時間
授業の予定です。（変更の可能
性もあります）その際の下校時
刻は１４：１０です。
・４月20日木曜日から給食開
始（４時間授業）の予定です。
・５月の連休明けから、５時間
授業の予定です。
(行事の際は変更になります)-４-

１ .学校生活について
津屋崎小学校の１日
（令和４年度の時間割です。令和５年度は
変更もあります。ご了承ください。）
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１ .学校生活について 欠席・遅刻届、早退について

欠席・遅刻・早退について

学校を欠席・遅刻・早退するときは、8時20分までに必ず連絡をお願いしま
す。連絡はスマートフォンのアプリ「スクリレ」で行います。
このアプリは、スマートフォンやタブレット・パソコンで利用できるものです。
入学後，改めてメールで登録方法をお知らせします。

また、スマートフォンのアプリ「スクリレ」が利用できない場合には下記の
「欠席・早退・遅刻届」の用紙を使っても連絡ができます。保護者の方が記入
し、兄弟姉妹や近所の子供さんに預けるかＦＡＸで送信してください。緊急時
は電話連絡をお願いします。

学校では朝の健康観察によって全校の欠席状況や登校罹患者の確認をしてい
ます。また、朝の検温についてもスマートフォンのアプリ「スクリレ」で行い
ます。
登校中の事故等も考えられますので、時間厳守で連絡をお願い致します。

8時２０分までに連絡が無い場合は、お子様の安全確認のため、学校より確
認の連絡や家庭訪問をさせていただきます。

【津屋崎小学校】
電 話 52－0075
ＦＡＸ 52－4205

お子様が遅刻・早退される場合には、お子様の安全を考え、原則として保護
者の送迎をお願いしています。確認が取れない場合は、学校から確認の連絡を
させていただきます。



学 用 品２ .入学までの準備

○ 次の学用品の準備をお願いします。
（シンプルなものが適しています）
・ふでばこ
・鉛筆は、２Ｂを５本程度
・赤青鉛筆１本
・消しゴム(白・事務用がよい)
・１５ｃｍ程度の筆箱に入るじょうぎ
・したじき ・引き出し ・さんすうボックス
・体操服(赤白ぼうし) ・体育館シューズ
・上ぐつ ・油ねんど ・ねんど板

○ 持ち物すべてに、「ひらがな」で名前を付けましょう。

学習が始まるにあたって、学習に向かう環境を整えるために、

筆記用具について以下のことを全校で確認しています。
１年間の学習の最初が肝心ですので、保護者の皆様のご協

力をお願いいたします。

筆記用具は、えんぴつを使います。正しくきれいな字を書くために、筆圧や握り方の指導を考
えてのことです。えんぴつの濃さは、HB・B・BB（2B）が適当であると考えます。（低学年は2Bを
勧めます。） シャープペンシルは、原則として禁止です。その理由として２点あります。
○ 授業中に芯の入れ替えや修理などをして、授業の集中の妨げになることが多い。
○ 芯が折れやすく筆圧が安定しないために、正しい文字を書く妨げになる。

以上からシャープペンシルを持たせないようお願いします。 ただし、校外学習などで担任の
判断のもと使用を認める場合もあります。

※ふでばこの中には
☆えんぴつ５本
（きちんとけずったもの）

☆けしゴム
（おもちゃではないもの
練りけしは×）

☆じょうぎ
（ふでばこに入る長さのもの、
１５㎝程度
折りたたみタイプではないもの）

☆赤青鉛筆
☆黒の油性ネームペン（２学期から）

カラーペンやボールペンは持ってこないようお願いします。キャラクター製品やバトル鉛筆、

シール、鎖等がついたキャップも、周りの子の興味や関心をひきますので、持たせないよう
にさせてください。また、持ち物にキーホルダーなど付けてこないよう、家庭でも声かけを
お願いいたします。学習用具だということを第一に考えて準備をお願いします。
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袋、体操服の名札、雑巾２ .入学までの準備

各種袋、体操服名札、
ぞうきんの準備をお願
いします。
（市販のものでもかま
いません。）
※外側の見える所に記
名してください

-７-



こころがまえ

○ 自分の名前が読めるようにしておきましょう。

○ 洋服の着替えが一人ででき、脱いだものをたたんだり

そろえたりできるようにしましょう。

どんなに時間がかかっても、洋服・靴下などの着替えは自分で

やらせるようにするとできるようになります。

体操服への着替えも練習しておくとよいでしょう。

○ 学校のトイレは，ほとんどが和式で、洋式は

各トイレに１つです。

大便をするときは、全部脱いでしまわ

なくてもできるように練習しておきましょう。

毎朝、家を出るときにトイレに行く習慣を

つけておくことも大切です。

○ 給食は、２０分程で食べます。食事に時間がかか

る お子さんは、徐々に早く食べられるように練習

していきましょう。また、食事のマナーに気をつけ、

好き嫌いなく食べられるように練習しておきましょ

う。

○ 持ち物には必ずひらがなで記名をし、

自分の物という意識を持たせ、物を大切に

する心を育てましょう。

２ .入学までの準備
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ご家庭で確認してみてください。

項 目 チェック

１ 早寝、早起きができる

２ 一人で寝起きができる

３ 一人で歯磨き、洗顔ができる

４ 下着や上着の脱ぎ着が一人でできる

５ ボタンの留め・外しが一人でできる

６ チャックの上げ下げが一人でできる

７ 脱いだ衣服を自分でたたむことができる

８ 本やおもちゃなどを自分で片付けることができる

９ 戸を閉めて排便をし、後始末ができる

１０ 和式トイレで用をたすことができる。

１１ 登校前に排便をする習慣がついている

１２ 食事前や排便後などに手洗いの習慣がついている

１３ お箸を正しく持って、こぼさずに食事をすることができる

１４ 好き嫌いをせずに何でも食べることができる

１５ ぞうきんやぬれタオルなどを絞ることができる

１６ 幼児語を使わずに話すことができる

１７ あいさつが適切にできる

１８ 自分の名前やすんでいるところ（地域名）が言える

１９ 自分の思ったことが言える

２０ 道を通るとき、車に気をつけて右側を通ることができる

２１ 信号機をよく見て、横断歩道を渡ることができる

２２ 道を横断するとき、左右を確かめて渡ることができる

２３ 友だちと仲良く遊ぶことができる

２４ 自分の名前をよむことができる

２５ ひもを結んだり、ほどいたりすることができる

２ .入学までの準備
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３ .特別支援教育について

特別支援教育とは・・・

対象となる子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、その

持てる力を確認して伸ばし、学習や生活で抱える困難さを軽

減し改善するための適切な指導や支援を行う教育

特定のお子さんに対し、特別なことを支援していくと思われがち

ですが、学校生活における困難さを軽減し、誰もが分かりやすいよ

うに教育支援をしていくものです。

特別支援教育は特別なことではなく、自分らしく学習するための

当たり前の場であることをご理解ください。

入学を控え、お子さんの学習面や生活面で不安なことがある方は、

いつでも、特別支援コーディネーターにご連絡ください。

また、福津市には、のびのび発達支援センターがあり、相談員

（臨床心理士を含む）が常駐しています。

問合せ先

津屋崎小学校 0940-52-0075 （特別支援コーディネーターまで）

のびのび発達支援センター 0940-42-9119（月～金 9時～17時）
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４ . 校 納 金 に つ い て
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５.令和５年度 主な行事予定

○１学期始業式 ４月 ７日(金)

○入学式 ４月１３日(木)

○歓迎集会・遠足 ４月２６日(水) ※弁当がいります

○１年生給食開始 ４月２０日(木)

○学習参観・懇談会・PTA総会 ４月２１日(金)

〇避難訓練 ５月 ２日(火）

〇学年別スポーツ競技会 5月23日（火）1,3,5年 26日（金）2,4,6年

○交通安全教室 ６月 ６日(火)

〇プール開き ６月 ８日(木）

○１学期終業式 ７月２０日(木)

○夏休み ７月２１日(金)～８月２７日(日)

〇個人懇談 ７月２４日(月)～７月２７日(木)

○２学期始業式 ８月２８日(月)※給食なし

〇給食開始 ８月２９日(火)

○学習参観・懇談会 ９月１５日(金)

○東雲祭 １０月２８日(土) ※代休10月30日（月）

○土曜日授業（防災訓練） １１月１１日(土)午前中 ※代休なし

○個人懇談 12月11日(月) 12日(火) 14日(木）15日(金）

○２学期終業式 １２月２２日(金)※給食なし

○冬休み １２月２３日(土)～１月８日(月) 未定

○３学期始業式 １月 ９日(火)※給食なし 未定

○土曜日授業 １月２７日(土)午前中 ※代休なし

〇6年生お別れ集会 ２月２９日（木）

〇給食終了 ３月１９日（火） ※3月21日は給食なし

○修了式 ３月２２日(金)※給食なし

※あくまでも予定ですので変更もあります。入学後に配付されるお便りやお知らせで再
度確認して下さい。

※東雲祭は、子供たち主体の文化祭です。
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６. 健康で楽しい学校生活にむけて 保健室より
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健康で楽しい学校生活にむけて 

 

 １．入学するまでに      

睡眠・・・・早寝早起きの習慣を身につける。 〔９～１０時間の睡眠〕 

   食事・・・・朝食は必ず食べる。よく噛んで食べる習慣を！ 

   排便・・・・一日一回は排便の習慣をつける。 

   清潔・・・・毎朝 自分で顔を洗う。 

食べたら歯を磨くことを習慣づける。 

日を決めて「つめ」をきちんと切る。 

石けんで手をきれいに洗う。〔食事前・用便後〕 

外から帰ったら「手洗い」「うがい」をする。 

※テレビやゲームの時間は決めて、きちんと守るようにしましょう！！ 

 

 

 

 

 

むし歯などがある場合は、治療を済ませておいてください。乳歯のむし歯だから 

といって放っておくと、永久歯に悪い影響を与えてしまいます。 

また、必要な予防接種はきちんと確認しておいてください。(※MRワクチン) 

 

 ２．入学してから           

 

小学校への入学は、とても楽しみにしている一方で不安や緊張もあり、はじめは 

とても疲れてしまうこともあります。おなかが痛い、頭が痛いなどの体の不調を通して 

心のサインを送っている場合もありますので、お子さまの話をゆっくり聞いてあげてく

ださい。心身の健康面での相談や話し合いが必要な時は、いつでもご相談ください。 

 

 

  元気に学校生活ができるかどうか、登校前にお子さまの健康チェックをお願いします。 

□ 顔色はよいか    □ 食欲はあるか 

□ 熱っぽさや下痢をしていないか 

□ 態度や様子にいつもと変わったところはないか   など 

(1)基本的生活習慣について 

(２)病気の治療等について 

子どもが本来「自分ですべきこと」「できること」には手や口を出さずに、

やり方を根気強く教え、愛情をもって見守ってあげるようにしましょう。 

(１)心のサイン 

(２)登校前の健康チェックについて 

津屋崎小学校 保健室 

 体質や病気等で学校生活の中で配慮や注意が必要なことがありましたら、保健アンケートに 

ご記入いただくか、直接、保健室へおしらせください。 

また、心や身体のことで何か心配なことがありましたら、いつでもご相談ください。 
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  下記の病気は学童期にかかりやすく、学校感染症とされています。この場合は、感染拡

大防止のため「出席停止」扱いとなり、欠席にはなりません。 

出席停止期間などは医師の指示に従い、その旨を学校へお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症防止のために、ご家庭でも以下のこ

とに気を付けていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・児童の発育や心身の健康の様子を知るために、健康診断・ 

発育測定・保健指導・健康相談等を行います。 

・保健室では、学校でけがや病気をしたときに、保護者 

及び医療機関へ引き渡すまでの応急処置をします。 

内服薬を与えることや継続的な付け替えはしません。 

  ・発熱等でしばらく休養しても症状が回復しない場合は、 

保護者の方に連絡しますので、お迎えをお願いします。 

   (休養は 2時間を目安とし、それ以上の休養が必要な場合は 

   お迎えをお願いしています。) 

 

 

 

 

 

 

 

(３)学校感染症について 

インフルエンザ・百日咳・麻しん(はしか)・風しん・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 

水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 

その他の感染症(溶連菌感染症やマイコプラズマ感染症など医師が必要と認めた場合) 

※新型コロナウイルス感染症：治癒するまで出席停止扱いとなります。 

(５)保健室の利用について 

(３)学校感染症について 

(４)感染症防止について 

こまめな石けんでの手洗い・咳エチケット（例：マスク着用など） 

換気・三密回避・登校前の健康チェック（朝の検温）・手指消毒 

（手指消毒：現在アルコールによる消毒を実施していますが、アレルギー等の場合はご相談ください） 
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これは、学校管理下での不慮の事故に備えて「災害共済給付契約」を結んでいる制度です。 

 ・加入について 

  全児童 4月に加入し、加入金は市からの補助を引いた金額を保護者が負担します。 

                            (令和４年度保護者負担金額 460円) 

 ・給付の対象となる範囲 

  登下校中、休み時間、掃除時間、宿泊行事(キャンプ・修学旅行)、授業中、校外学習中 

 ・手続きについて 

  ①受診後、医療費請求のための書類を学校（保健室）から渡しますので、病院受付へ出

してください。 

  ②病院から書類を受け取ったら、学校(保健室)へ提出してください。 

  ③学校へ提出されたら、養護教諭が請求手続きを行います。 

  ④スポーツ振興センターにより、給付決定がおりたら、保護者の口座へ振り込みます。 

  ※給付されるまでには 2～3カ月かかりますので、ご了承ください。 

  ※学校管理下でけがをして、帰宅後に自宅から病院へ連れて行かれた場合も給付の対象

となりますので、学校へ連絡をお願いします。 

 

３ 学校給食における食物アレルギーの対応について 

 福津市の学校給食では、福津市のガイドラインに沿って学校給食を進めています。 

 本校でもアレルギーがあるお子様には、可能な範囲で除去食対応を行っていますので、気

軽に保健室へご相談下さい。個別にご説明し、必要な書類をお渡しします。 

 

【 緊急連絡先について 】 

けがをして病院を受診する場合や、体調不良でお迎え 

をお願いする場合には、保健アンケート(入学後に配付) 

の緊急連絡先へご連絡します。必ず連絡のつく番号を 

ご記入ください。また、勤務先や携帯電話番号が変更 

した際には、連絡帳等で担任までお知らせください。 

【 事故災害発生時の病院受診について 】 

学校でけがをして病院受診の必要があると考えられる 

ときには、保護者の方へ連絡をとり、学校へ迎えに来て 

いただき病院を受診します。緊急時や連絡がつかない場 

合は、学校職員がタクシーで病院へ連れて行くことにな 

ります。学校職員が病院へ引率する場合に備え、保健ア 

ンケートの保険証の種類やかかりつけ医院記入欄には必ずご記入ください。 

(５)スポーツ振興センターについて 
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《福津市学校給食における食物アレルギー対応について（概要）》2020.12 月
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